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00061 1月18日 雨 稍重 （2中山1） 第6日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

23 ニシノホライゾン 牡3鹿 56 丸山 元気西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 510－ 41：12．4 3．1�
12 キャストロペトラ 牡3栗 56 江田 照男手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 田湯牧場 462－ 41：12．93 130．0�
24 ニーケススマイル 牡3鹿 56 松岡 正海�高橋ファーム 蛯名 利弘 浦河 大北牧場 458－ 21：13．22 3．0�
713 ペイシャハミング 牝3栗 54 横山 和生北所 直人氏 石栗 龍彦 浦河 梅田牧場 432－ 41：13．3� 8．9�
510 タイセイダンク 牡3鹿 56 大野 拓弥田中 成奉氏 斎藤 誠 浦河 富田牧場 452± 01：13．72� 60．5�
36 ソフィスティケイト 牝3鹿 54 F．ミナリク阿部 善武氏 大和田 成 新冠 森 牧場 444± 0 〃 クビ 21．7	

（独）

815 エクスムーア 牝3鹿 54 黛 弘人北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 藤原牧場 440－ 8 〃 アタマ 52．4

35 ダイユウライラック 牝3青鹿54 石川裕紀人大友 靖岐氏 加藤 和宏 新ひだか 荒木 貴宏 442＋ 41：13．8クビ 68．4�
48 トミケンリフリーク 牝3鹿 54 津村 明秀冨樫 賢二氏 竹内 正洋 青森 マルシチ牧場 444－101：14．43� 5．4�
714 プ ー ラ ン 牝3青鹿 54

53 ☆野中悠太郎梶原 哲朗氏 清水 英克 新ひだか 原 弘之 480－ 21：14．5� 107．7
11 ディアデイジー 牝3鹿 54 武藤 雅豊井 義次氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 444＋ 4 〃 クビ 234．6�
59 リバティマインド 牡3栗 56

54 △木幡 育也島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 510＋ 41：14．71� 26．7�

47 ヒガシヴァルキリー 牝3青鹿54 藤井勘一郎�ヤナガワ牧場 林 徹 日高 ヤナガワ牧場 410± 01：14．8クビ 12．3�
816 シゲルセイウン 牝3黒鹿54 岩部 純二森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか 前川 勝春 406－ 2 〃 クビ 24．0�
611 タマモビックホーム 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 岡田牧場 446－ 21：15．65 73．4�
612 スマイルオリオン 牡3黒鹿56 北村 宏司松野 真一氏 松山 将樹 浦河 高昭牧場 486－ 61：16．02� 59．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，549，200円 複勝： 40，407，700円 枠連： 14，882，200円
馬連： 52，401，300円 馬単： 22，314，300円 ワイド： 40，273，600円
3連複： 74，755，400円 3連単： 77，947，000円 計： 346，530，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 1，720円 � 130円 枠 連（1－2） 5，650円

馬 連 �� 14，130円 馬 単 �� 17，540円

ワ イ ド �� 3，280円 �� 240円 �� 4，220円

3 連 複 ��� 8，540円 3 連 単 ��� 66，560円

票 数

単勝票数 計 235492 的中 � 59380（2番人気）
複勝票数 計 404077 的中 � 83700（2番人気）� 3462（15番人気）� 103405（1番人気）
枠連票数 計 148822 的中 （1－2） 2038（16番人気）
馬連票数 計 524013 的中 �� 2873（37番人気）
馬単票数 計 223143 的中 �� 954（52番人気）
ワイド票数 計 402736 的中 �� 2775（36番人気）�� 53762（1番人気）�� 2141（40番人気）
3連複票数 計 747554 的中 ��� 6564（27番人気）
3連単票数 計 779470 的中 ��� 849（181番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―12．3―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―46．1―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．6
3 ・（2，4）（5，8）3，6，7，15，13（11，12）（10，14）－（9，16）－1 4 ・（2，4）（3，5，8）6（15，13）－7－（11，10）（12，14）（9，16）－1

勝馬の
紹 介

ニシノホライゾン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．7．21 福島3着

2017．4．24生 牡3鹿 母 フ ェ レ ッ ト 母母 フ ェ ル モ イ 7戦1勝 賞金 12，250，000円
〔制裁〕 リバティマインド号の騎手木幡育也は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：16番）

ニシノホライゾン号の騎手丸山元気は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ジーランディア号・スノーレイズ号・ダイシンウィット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00062 1月18日 雨 稍重 （2中山1） 第6日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

59 アイスナイン 牡3鹿 56 吉田 豊石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 細川農場 492＋ 21：56．7 1．5�
34 シ ラ カ バ 牝3栗 54 武藤 雅小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：58．7大差 6．1�
814 イッツオーライト 牡3栗 56 北村 宏司田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 456－ 8 〃 アタマ 71．6�
712 トーセンスプリント 牡3黒鹿56 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 474－ 2 〃 ハナ 28．5�
58 セイカタチバナ 牡3栗 56 津村 明秀久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 482－ 4 〃 ハナ 13．1�
611 アルヒミスト 牝3黒鹿54 宮崎 北斗 	ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム B412－ 61：59．12� 80．8

47 エコロウィング 牡3栗 56 内田 博幸原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 畠山牧場 446－ 41：59．52� 43．8�
46 メイショウフガク 牡3青鹿 56

55 ☆菊沢 一樹松本 好雄氏 和田 勇介 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 21：59．71� 288．7�
11 ゴールデンブランコ 牡3栗 56 石川裕紀人嶋田 賢氏 奥村 武 新冠 大栄牧場 466－ 41：59．8クビ 28．1
35 コミックラン 牡3芦 56 木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム 460± 02：00．22� 7．6�
22 クリノピチカート 牡3鹿 56

54 △木幡 育也栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 中本牧場 462＋ 22：00．62� 22．8�
610 ヌ ン シ ー ズ 牡3鹿 56 江田 照男ヌンクラブ	 清水 英克 浦河 ディアレスト

クラブ 426－ 4 〃 クビ 280．1�
23 シエスタキー 牡3鹿 56 F．ミナリク Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 平取 清水牧場 488± 02：00．91� 33．3�

（独）

815 ニシノジェイピー 牡3黒鹿 56
55 ☆野中悠太郎西山 茂行氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 438＋ 62：01．21� 43．5�

713 デルマジルコン 牝3鹿 54 菅原 隆一浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 444＋ 62：05．2大差 276．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，439，200円 複勝： 51，081，600円 枠連： 13，939，600円
馬連： 42，415，400円 馬単： 25，469，000円 ワイド： 35，490，700円
3連複： 63，673，200円 3連単： 91，305，500円 計： 347，814，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 830円 枠 連（3－5） 220円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，460円 �� 4，410円

3 連 複 ��� 7，900円 3 連 単 ��� 19，670円

票 数

単勝票数 計 244392 的中 � 128107（1番人気）
複勝票数 計 510816 的中 � 318767（1番人気）� 47689（2番人気）� 4940（12番人気）
枠連票数 計 139396 的中 （3－5） 48424（1番人気）
馬連票数 計 424154 的中 �� 66939（1番人気）
馬単票数 計 254690 的中 �� 35127（1番人気）
ワイド票数 計 354907 的中 �� 42757（1番人気）�� 5675（16番人気）�� 1814（41番人気）
3連複票数 計 636732 的中 ��� 6044（27番人気）
3連単票数 計 913055 的中 ��� 3364（58番人気）

ハロンタイム 13．0―12．4―13．3―13．4―12．7―12．4―12．8―13．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．4―38．7―52．1―1：04．8―1：17．2―1：30．0―1：43．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．5
1
3
4，9，11（5，10，12）14，8（3，13）1（6，15）－2－7・（4，9）11（12，14）10（5，8）－（3，15）1，2（6，7）13

2
4
4（9，11）（5，10，12）（8，14）（3，1）（13，15）6－2－7・（4，9）－（12，11）14－（10，8）－5，3，15，1，2－7，6－13

勝馬の
紹 介

アイスナイン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．12．21 中山4着

2017．3．17生 牡3鹿 母 ロンギングシャネル 母母 セメイユドゥヴォン 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマジルコン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月18日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 中山競馬 第６日



00063 1月18日 雪 稍重 （2中山1） 第6日 第3競走 ��
��1，800�3歳新馬

発走11時10分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

714 シ ェ ダ ル 牡3栗 56 O．マーフィー �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 518 ―1：54．6 2．1�
（英）

35 ショウナンアニメ 牡3鹿 56 M．デムーロ�湘南 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 480 ―1：56．6大差 3．3�
24 メジャーブレイク 牡3栗 56 武藤 雅吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 530 ―1：57．13 7．0�
510 セイリングバリュー 牝3鹿 54 津村 明秀吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 504 ―1：57．31� 17．9�
59 カフェスペランツァ 牡3鹿 56 北村 宏司西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 498 ―1：57．72� 30．7�
36 スエーニョルシード 牡3鹿 56 丸山 元気 �シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 560 ―1：57．8� 17．0	
611 サクラトラジャー 牡3栗 56 石橋 脩
さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 448 ―1：58．33 19．9�
11 キューブリック 牡3鹿 56 F．ミナリク
キキアシ 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 516 ―1：59．47 23．9�

（独）

23 ビビットラブ 牝3鹿 54 横山 和生吉田 千津氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 522 ―1：59．82� 61．0
12 サバイバルボス 牡3栗 56 井上 敏樹福田 光博氏 和田 雄二 浦河 鎌田 正嗣 506 ―2：00．33 343．2�
47 シュペルブルート 牡3鹿 56 高倉 稜 
YGGホースクラブ 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 486 ―2：00．62 36．2�
815 ブランブランブラン 牝3芦 54 田中 勝春飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 482 ―2：00．91	 47．3�
612 フォーキャスト 牡3鹿 56 内田 博幸村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 512 ―2：01．53� 145．3�
713 サンペンドルトン 牡3鹿 56 松岡 正海 
加藤ステーブル 鹿戸 雄一 日高 株式会社

ケイズ 494 ―2：01．82 54．7�
816 ゲ ス テ ル ン 牝3黒鹿54 武士沢友治薪浦 亨氏 武市 康男 日高 下川 茂広 504 ― 〃 クビ 165．8�
48 ピサチョウサン 牝3黒鹿54 宮崎 北斗
チョウサン 蛯名 利弘 平取 坂東牧場 518 ―2：10．4大差 321．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，959，600円 複勝： 31，034，900円 枠連： 11，776，100円
馬連： 41，159，700円 馬単： 21，798，100円 ワイド： 34，509，100円
3連複： 57，174，700円 3連単： 69，812，300円 計： 296，224，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 140円 � 150円 枠 連（3－7） 420円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 210円 �� 280円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 2，720円

票 数

単勝票数 計 289596 的中 � 108677（1番人気）
複勝票数 計 310349 的中 � 95018（1番人気）� 52606（2番人気）� 40921（3番人気）
枠連票数 計 117761 的中 （3－7） 21564（1番人気）
馬連票数 計 411597 的中 �� 67412（1番人気）
馬単票数 計 217981 的中 �� 21530（1番人気）
ワイド票数 計 345091 的中 �� 47430（1番人気）�� 31605（2番人気）�� 17186（3番人気）
3連複票数 計 571747 的中 ��� 42503（1番人気）
3連単票数 計 698123 的中 ��� 18569（1番人気）

ハロンタイム 12．9―12．4―13．1―13．0―12．4―12．4―12．7―12．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．3―38．4―51．4―1：03．8―1：16．2―1：28．9―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．4
1
3
6，14（5，10）（4，9）12（3，16）1－（2，8）－（7，11，13）－15・（6，14）（10，9）5，4－3，12－1－11＝（2，16）－（7，15）－13－8

2
4
6，14（5，10）（4，9）（3，12）－1，16－2，8（7，11，13）－15
14（6，10）（5，9）－4＝3－（1，11）12＝2（7，15，16）＝13＝8

勝馬の
紹 介

シ ェ ダ ル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2017．3．31生 牡3栗 母 マイティースルー 母母 スルーオール 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブランブランブラン号・フォーキャスト号・サンペンドルトン号・ゲステルン号・ピサチョウサン号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月18日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 アシェットデセール号・アンジュブーケ号・ヴォートルエロー号・ウマッスル号・キタサンレイワ号・

トーセンライブ号・パラスアテナ号・ビッグゴシップ号・ビッグフォーチュン号・ヒルノコルシカ号・
ブライトオーシャン号・フリーファッション号・プルークファーレン号・マテラジニアス号・リライトザスターズ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00064 1月18日 小雪
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（2中山1） 第6日 第4競走 ��2，880�障害4歳以上未勝利

発走11時40分 （芝・ダート）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：10．2良・良

610 セイウンフォーカス 牡5鹿 60 中村 将之西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 478－ 63：17．7 3．0�
813 モルゲンロート 牡7鹿 60 大庭 和弥武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 492＋ 83：17．91� 4．3�
11 シャリオヴァルト �7鹿 60 金子 光希前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋183：18．22 18．1�
814 トゥルーウインド 牡8栗 60 五十嵐雄祐 �社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 462＋103：18．41 12．3�
46 � リボンナイト 牡6鹿 60 田村 太雅吉田 勝利氏 村山 明 新冠 ハクツ牧場 452＋ 23：18．72 2．8�
57 トップアスリート 牡4鹿 59 西谷 誠寺田千代乃氏 池添 学 千歳 社台ファーム 472－143：19．01	 21．2	
712 リセンティート 牡6鹿 60 鈴木 慶太米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 516＋ 83：19．32 29．1

22 パレスハングリー 牝6黒鹿58 大江原 圭西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 508± 03：20．79 19．7�
33 � ゴルディアス 牡4栗 59 植野 貴也�下屋敷牧場 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 454± 03：22．310 52．5�
34 シゲルアミメキリン 牡6芦 60 伊藤 工真森中 蕃氏 蛯名 利弘 小清水 千島北斗牧場 494＋ 63：22．72� 133．3
45 マイネルベレーロ 牡6栗 60 草野 太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 516＋223：25．9大差 78．0�
69 マ リ ー 牝4青鹿57 伴 啓太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 新ひだか 藤原牧場 464－ 83：28．9大差 236．2�
58 � シンボリブーケ 牝6鹿 58 江田 勇亮岡田 壮史氏 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 482－ 2 （競走中止） 200．5�
711 マイネルバッカーノ 牡4黒鹿59 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 498＋ 2 （競走中止） 52．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 20，734，200円 複勝： 22，488，800円 枠連： 10，700，300円
馬連： 36，036，700円 馬単： 19，008，600円 ワイド： 27，734，800円
3連複： 57，928，600円 3連単： 73，167，600円 計： 267，799，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 210円 � 370円 枠 連（6－8） 750円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，050円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 5，920円 3 連 単 ��� 22，160円

票 数

単勝票数 計 207342 的中 � 54379（2番人気）
複勝票数 計 224888 的中 � 46897（2番人気）� 27337（3番人気）� 12391（5番人気）
枠連票数 計 107003 的中 （6－8） 11049（3番人気）
馬連票数 計 360367 的中 �� 21668（4番人気）
馬単票数 計 190086 的中 �� 5821（7番人気）
ワイド票数 計 277348 的中 �� 15055（3番人気）�� 6628（11番人気）�� 5183（15番人気）
3連複票数 計 579286 的中 ��� 7332（18番人気）
3連単票数 計 731676 的中 ��� 2393（62番人気）
上り 1マイル 1：53．5 4F 55．2－3F 41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→�」
1
�
13，11－2＝（6，14）1（3，12）＝5－10＝7－4＝9
13－2，14－10－（6，1，12）－5，3＝7＝4＝9

�
�
13－2＝（6，14）1（3，12）－（10，5）＝7－4＝9
13－（10，14）2－（6，1）12＝（3，7）5＝4＝9

勝馬の
紹 介

セイウンフォーカス �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 Grand Lodge デビュー 2017．6．3 阪神8着

2015．4．6生 牡5鹿 母 テキスタイル 母母 Docklands 障害：7戦1勝 賞金 16，980，000円
〔競走中止〕 シンボリブーケ号は，1周目3号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

マイネルバッカーノ号は，2周目3号障害〔いけ垣〕飛越後に，1周目3号障害〔いけ垣〕で転倒した「シンボリブーケ」号の
影響で，騎手が落馬したため競走中止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ソッサスブレイ号・ヒカルフラッシュ号・ブショウ号



00065 1月18日 小雪 稍重 （2中山1） 第6日 第5競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走12時30分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

612 ア ラ タ 牡3鹿 56 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 466＋ 62：05．5 20．1�
36 カランクール 牝3鹿 54 吉田 豊�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 476－ 42：05．71� 79．1�
713 ラインストリーム 牡3栗 56 武藤 雅大澤 繁昌氏 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 B450＋102：05．8� 148．7�
815 ガルナッチャ 牝3栗 54 横山 和生チームユッキレーシング 高市 圭二 日高 広富牧場 442＋ 2 〃 クビ 97．8�
816 ラストエクセル 牝3栗 54 M．デムーロ �ニッシンホールディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 446＋ 22：05．9� 5．7	
59 シ ン ド ラ ー 牝3鹿 54 丸山 元気吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 490＋ 62：06．0� 8．0

47 コスモレペティール 牝3黒鹿54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 432± 02：06．1� 60．1�
611 フルールエトワール 牝3芦 54 内田 博幸髙松 悟氏 上原 博之 日高 いとう牧場 490± 02：06．63 7．8�
12 ジンジャーマン 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹是枝 浩平氏 伊藤 圭三 安平 ノーザンファーム 498－ 2 〃 ハナ 41．9
714 ポーラーサン 牡3鹿 56 F．ミナリク窪田 康志氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 460－ 62：06．7� 5．8�

（独）

35 アルマイナンナ 牝3芦 54
53 ☆野中悠太郎コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 434－ 22：07．23 17．4�

510 アイオープナー 牝3青 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 410± 02：07．3� 61．5�

11 ヨルノトバリ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 452 ―2：07．72� 328．4�
23 トロワシャルム 牡3青鹿56 O．マーフィー 村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 470＋182：07．91	 2．2�

（英）

24 トーセンシュバリエ 牡3黒鹿56 松岡 正海島川 �哉氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 450＋142：08．43 186．6�
48 レ ア ー ド 牡3鹿 56 石川裕紀人ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋ 22：09．67 406．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，005，500円 複勝： 57，320，700円 枠連： 13，778，100円
馬連： 65，563，000円 馬単： 29，388，700円 ワイド： 53，331，600円
3連複： 90，391，400円 3連単： 102，582，800円 計： 454，361，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，010円 複 勝 � 560円 � 1，290円 � 2，260円 枠 連（3－6） 3，060円

馬 連 �� 55，220円 馬 単 �� 81，630円

ワ イ ド �� 9，450円 �� 15，940円 �� 36，820円

3 連 複 ��� 599，940円 3 連 単 ��� 3，541，540円

票 数

単勝票数 計 420055 的中 � 16702（7番人気）
複勝票数 計 573207 的中 � 28870（6番人気）� 11528（11番人気）� 6414（13番人気）
枠連票数 計 137781 的中 （3－6） 3483（14番人気）
馬連票数 計 655630 的中 �� 920（66番人気）
馬単票数 計 293887 的中 �� 270（122番人気）
ワイド票数 計 533316 的中 �� 1461（59番人気）�� 864（76番人気）�� 373（99番人気）
3連複票数 計 903914 的中 ��� 113（380番人気）
3連単票数 計1025828 的中 ��� 21（2168番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―13．0―12．4―13．0―12．3―12．5―12．4―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―37．2―49．6―1：02．6―1：14．9―1：27．4―1：39．8―1：52．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．1
1
3
8，10，14（3，4，15）（2，11，16）12，7（1，9）6（5，13）
8，10（14，9，13）3（2，4，16）（15，6）（7，11）12，1－5

2
4
8，10（3，14）4，15（2，11）16（7，12）（1，9）（6，13）5・（14，13）8（10，16）9（3，6）（2，4）（15，12）（7，11）－1－5

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ラ タ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2019．10．19 東京8着

2017．3．16生 牡3鹿 母 サンシャイン 母母 バルドウィナ 3戦1勝 賞金 5，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ジンフラッシュ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00066 1月18日 小雪 稍重 （2中山1） 第6日 第6競走 ��2，400�4歳以上1勝クラス
発走13時00分（番組第7競走を順序変更） （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

66 フラテルニテ 牝4芦 54 武藤 雅北嶋 義三氏 戸田 博文 平取 北島牧場 512＋ 22：36．8 6．6�
77 カズマークセン 牡4鹿 56 O．マーフィー 合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 追分ファーム 498－ 22：37．86 2．4�

（英）

44 アイヅリュウコ 牡4栗 56
55 ☆菊沢 一樹真部 晴德氏 小笠 倫弘 新ひだか 増本牧場 B480± 02：39．18 22．7�

33 ロードダヴィンチ 牡5鹿 57 木幡 巧也 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 530＋ 62：39．31� 5．7�
11 トモジャタイクーン 牡5鹿 57 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 508＋ 2 〃 アタマ 2．3�
55 トゥービーシック 牝4黒鹿54 横山 和生西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 442± 02：39．72� 58．7	
22 � オーサムバローズ �6鹿 57

55 △木幡 育也本田 恒雄氏 堀井 雅広 日高 シンボリ牧場 496± 02：47．1大差 33．7

（7頭）

売 得 金
単勝： 30，993，700円 複勝： 23，519，500円 枠連： 発売なし
馬連： 44，113，400円 馬単： 27，396，200円 ワイド： 27，660，200円
3連複： 53，795，700円 3連単： 143，180，200円 計： 350，658，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 240円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，300円 �� 760円

3 連 複 ��� 5，600円 3 連 単 ��� 27，440円

票 数

単勝票数 計 309937 的中 � 37081（4番人気）
複勝票数 計 235195 的中 � 34260（4番人気）� 60795（2番人気）
馬連票数 計 441134 的中 �� 36500（5番人気）
馬単票数 計 273962 的中 �� 9626（10番人気）
ワイド票数 計 276602 的中 �� 19593（6番人気）�� 5104（14番人気）�� 9153（9番人気）
3連複票数 計 537957 的中 ��� 7193（17番人気）
3連単票数 計1431802 的中 ��� 3783（75番人気）

ハロンタイム 12．8―12．6―13．6―13．7―13．8―13．9―13．2―12．4―12．3―12．5―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―25．4―39．0―52．7―1：06．5―1：20．4―1：33．6―1：46．0―1：58．3―2：10．8―2：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F50．8―3F38．5
1
�
6，7－（3，4）（5，2）－1
6，7（3，4）（5，1）＝2

2
�
6，7－（3，4）－（5，2）－1
6，7－3（4，1）5＝2

勝馬の
紹 介

フラテルニテ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2018．11．17 東京10着

2016．3．11生 牝4芦 母 ワンサイドゲーム 母母 グッドゲーム 8戦2勝 賞金 15，360，000円
〔その他〕 オーサムバローズ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除

外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



00067 1月18日 小雪 稍重 （2中山1） 第6日 第7競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時30分（番組第6競走を順序変更） （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 ショーテンシ 牝4鹿 54 北村 宏司吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 480＋181：11．7 41．1�
36 レディグレイ 牝4黒鹿54 石橋 脩 �キャロットファーム 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋101：11．8� 20．0�
611 シャインカメリア 牝5芦 55 横山 和生皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 478＋ 81：11．9クビ 10．2�
24 シアトルトウショウ 牝5青鹿55 津村 明秀トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 486＋ 41：12．0� 5．7�
713� マリノエクスプレス 牝5黒鹿55 武藤 雅矢野 雅子氏 古賀 史生 日高 クラウン日高牧場 448－ 2 〃 ハナ 6．5	
59 � カズミドリーム 牝5栗 55 田中 勝春藤沼 利夫氏 中野 栄治 浦河 大道牧場 472＋ 41：12．21� 54．4

47 � ブロンドキュート 牝5栗 55

54 ☆菊沢 一樹 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 前野牧場 B456＋141：12．3� 166．4�
48 � レイナブローニュ 牝4栗 54 内田 博幸山本又一郎氏 古賀 慎明 新冠 秋田牧場 450－281：12．4� 6．0�
815 エヌワイパフューム 牝4鹿 54 大野 拓弥サンアンドコム 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520± 01：12．5� 2．8
816 ライレローズ 牝5黒鹿55 丸山 元気 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 450＋121：12．6クビ 17．2�
714 ア ポ ロ ア ミ 牝5鹿 55 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 468＋ 8 〃 アタマ 16．2�
612 アイアンゾーン 牝4芦 54

53 ☆野中悠太郎池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 448－ 21：13．02� 103．5�
35 ジェイエルフラッグ 牝4青鹿54 吉田 豊橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 450＋26 〃 クビ 171．3�
23 � デルマヴェルサイユ 牝4黒鹿54 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 474－ 61：13．1クビ 173．7�
510 ヒカリトップメモリ 牝7鹿 55 F．ミナリク�ヒカリクラブ 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 B460－16 〃 ハナ 15．1�

（独）

12 � モハンマディ 牝5黒鹿55 江田 照男合同会社雅苑興業 深山 雅史 安平 ノーザンファーム 422＋101：13．52� 85．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，995，600円 複勝： 57，051，700円 枠連： 19，843，300円
馬連： 82，824，300円 馬単： 32，430，200円 ワイド： 63，333，700円
3連複： 113，306，300円 3連単： 117，239，500円 計： 527，024，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，110円 複 勝 � 1，290円 � 630円 � 470円 枠 連（1－3） 10，920円

馬 連 �� 33，740円 馬 単 �� 66，630円

ワ イ ド �� 8，380円 �� 6，970円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 130，330円 3 連 単 ��� 1，231，860円

票 数

単勝票数 計 409956 的中 � 7970（10番人気）
複勝票数 計 570517 的中 � 11038（10番人気）� 23964（9番人気）� 33730（8番人気）
枠連票数 計 198433 的中 （1－3） 1408（30番人気）
馬連票数 計 828243 的中 �� 1902（58番人気）
馬単票数 計 324302 的中 �� 365（126番人気）
ワイド票数 計 633337 的中 �� 1939（57番人気）�� 2336（53番人気）�� 5262（32番人気）
3連複票数 計1133063 的中 ��� 652（235番人気）
3連単票数 計1172395 的中 ��� 69（1752番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．5―12．0―12．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．7―45．7―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F38．0
3 ・（1，11）－（6，12）（7，13）（4，15）（2，14，16）5（3，9，10）－8 4 ・（1，11）－6（7，12）13（4，15）（14，16）2（9，10）（5，3，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショーテンシ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．3．31 中山10着

2016．4．26生 牝4鹿 母 ショウナンカガリビ 母母 ショウナンアクシア 4戦2勝 賞金 12，600，000円
［他本会外：1戦0勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00068 1月18日 小雪 稍重 （2中山1） 第6日 第8競走 ��
��1，200�4歳以上1勝クラス

発走14時00分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

612 ノーベルプライズ 牡4黒鹿56 O．マーフィー 平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 504＋ 41：11．7 1．8�
（英）

24 アポロチーター 牡4栗 56 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 530＋ 41：12．23 3．3�
12 ナムラジョニー 牡4芦 56 石橋 脩奈村 信重氏 大和田 成 様似 林 時春 526＋14 〃 クビ 14．2�
36 � スポーカンテソーロ 牝4栗 54 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米 Summer-
hill Farm B526＋ 21：12．41	 9．4�

35 
 フレンドアリス 牝5栗 55 吉田 豊横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 464＋10 〃 アタマ 41．6�
23 カーネリアン 牝6鹿 55 田中 勝春林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 494± 01：12．5クビ 36．4	
48 
 リ ゼ 牝4栗 54 嘉藤 貴行榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド B442＋ 81：12．6� 90．9

714 イリスファルコン 牝6鹿 55 丸山 元気菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 小島牧場 434＋ 21：12．91� 44．8�
816
 スティールティアラ 牝4栗 54 黛 弘人菅野 守雄氏 藤原 辰雄 新ひだか 村上牧場 490＋ 81：13．0� 27．1�
510 ドゥモワゼル 牝6鹿 55

53 △木幡 育也小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 476＋181：13．21� 232．8
47 サルウェーテ 牡4鹿 56

55 ☆菊沢 一樹西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 B470± 01：13．3クビ 179．7�
713 エンパイアシュアー 牡4鹿 56 F．ミナリク �ターフ・スポート和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 482＋ 4 〃 クビ 26．4�

（独）

59 ラテリシウス 牝4黒鹿54 津村 明秀 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 538＋161：13．83 29．4�
815
 タニマサベーカ 牡5鹿 57

56 ☆野中悠太郎谷 正之氏 星野 忍 新冠 堤 牧場 480＋201：13．9� 421．8�
11 
 パーフェクトウェイ 牡5鹿 57 内田 博幸堂守 貴志氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 516± 01：14．11 84．3�
611 テ ン キ セ キ 牝7鹿 55 藤井勘一郎天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B482－ 81：14．31	 183．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，336，900円 複勝： 82，831，600円 枠連： 19，049，400円
馬連： 82，598，400円 馬単： 43，007，400円 ワイド： 60，772，200円
3連複： 109，636，900円 3連単： 163，833，800円 計： 603，066，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 200円 枠 連（2－6） 270円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 170円 �� 450円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 2，390円

票 数

単勝票数 計 413369 的中 � 182254（1番人気）
複勝票数 計 828316 的中 � 442626（1番人気）� 126801（2番人気）� 45580（4番人気）
枠連票数 計 190494 的中 （2－6） 53473（1番人気）
馬連票数 計 825984 的中 �� 228342（1番人気）
馬単票数 計 430074 的中 �� 83457（1番人気）
ワイド票数 計 607722 的中 �� 117765（1番人気）�� 30093（4番人気）�� 23138（6番人気）
3連複票数 計1096369 的中 ��� 72077（2番人気）
3連単票数 計1638338 的中 ��� 49648（2番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．5―12．2―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．1―46．3―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．6
3 ・（4，6）10（1，7，12）16（5，9）（8，11，13）3（14，15）＝2 4 4，6（10，12）（1，7，5，16）－8（3，11，13）9（14，15）＝2

勝馬の
紹 介

ノーベルプライズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2018．11．4 東京1着

2016．2．9生 牡4黒鹿 母 クイックセイコー 母母 ス コ ー ル イ 11戦2勝 賞金 28，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 イワネコゴシキ号・サンハンツビル号・マリノリヴィエール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



00069 1月18日 小雨 稍重 （2中山1） 第6日 第9競走 ��1，600�
な はな

菜 の 花 賞
発走14時35分 （芝・右・外）

牝，3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

815 アールクインダム 牝3黒鹿54 O．マーフィー 前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 472＋101：36．8 24．3�
（英）

59 フェルミスフィア 牝3栗 54 丸山 元気 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 438＋ 81：36．9� 5．7�
611 インターミッション 牝3黒鹿54 石川裕紀人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 410－ 61：37．32� 6．4�
714 スリリングドリーム 牝3青 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 新冠 タニグチ牧場 444－ 2 〃 クビ 28．7�
36 エンジェルサークル 牝3黒鹿54 大野 拓弥吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 442＋ 61：37．62 4．4	
816 アドマイヤアリエル 牝3鹿 54 F．ミナリク近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 428－ 81：37．7� 27．5


（独）

11 チアチアクラシカ 牝3鹿 54 吉田 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 498＋ 41：37．8クビ 4．3�
48 シホノレジーナ 牝3栗 54 菊沢 一樹村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 494＋ 4 〃 アタマ 11．8�
713 ヤマニンプレシオサ 牝3黒鹿54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 光夫 470＋ 8 〃 アタマ 40．4
24 オムニプレゼンス 牝3鹿 54 津村 明秀ゴドルフィン 国枝 栄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442＋ 6 〃 クビ 18．7�
47 サ ナ チ ャ ン 牝3青鹿54 武士沢友治瀬谷 �雄氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 432＋101：38．01� 25．1�
35 イッツアワターン 牝3黒鹿54 石橋 脩田邉 幸則氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 430± 01：38．32 136．2�
510 ショウナンハレルヤ 牝3鹿 54 内田 博幸国本 哲秀氏 矢野 英一 新冠 森永 聡 458＋ 81：38．4クビ 11．8�
12 カイトレッド 牝3鹿 54 M．デムーロ本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 道見牧場 450－ 2 〃 ハナ 19．0�
23 ケイツーキナ 牝3鹿 54 田中 勝春楠本 勝美氏 大江原 哲 新冠 樋渡 志尚 464－ 21：39．46 181．9�
612 ア ポ ロ ニ ケ 牝3鹿 54 野中悠太郎アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡野牧場 454± 01：39．72 256．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，348，300円 複勝： 88，765，500円 枠連： 28，164，600円
馬連： 118，109，800円 馬単： 43，264，600円 ワイド： 82，470，100円
3連複： 168，116，600円 3連単： 180，544，200円 計： 762，783，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，430円 複 勝 � 630円 � 200円 � 250円 枠 連（5－8） 1，570円

馬 連 �� 9，350円 馬 単 �� 21，950円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 2，370円 �� 720円

3 連 複 ��� 14，460円 3 連 単 ��� 120，080円

票 数

単勝票数 計 533483 的中 � 17526（9番人気）
複勝票数 計 887655 的中 � 30083（11番人気）� 130347（3番人気）� 97692（4番人気）
枠連票数 計 281646 的中 （5－8） 13901（7番人気）
馬連票数 計1181098 的中 �� 9785（36番人気）
馬単票数 計 432646 的中 �� 1478（78番人気）
ワイド票数 計 824701 的中 �� 7232（37番人気）�� 8752（32番人気）�� 30874（4番人気）
3連複票数 計1681166 的中 ��� 8718（50番人気）
3連単票数 計1805442 的中 ��� 1090（423番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．2―12．4―12．2―12．0―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―36．0―48．4―1：00．6―1：12．6―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F36．2

3 5（8，11）7（10，12，9，15）1（2，14）（3，6）（4，16，13）
2
4

・（5，8）11（10，12）（2，3，7）9（1，15）（6，13）4，14－16・（5，8，11）（7，9）（1，15）（10，6，14）（2，13）（12，16）－（3，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アールクインダム �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2019．8．4 札幌1着

2017．2．17生 牝3黒鹿 母 キャプテンガール 母母 ツーツーエイプリル 3戦2勝 賞金 17，471，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ミズリーナ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00070 1月18日 小雨 稍重 （2中山1） 第6日 第10競走 ��
��1，800�

は つ な ぎ

初 凪 賞
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

48 ダイシンインディー 牡4栗 56 吉田 豊大八木信行氏 戸田 博文 新冠 佐藤牧場 540＋ 61：53．5 19．6�
611 シャドウセッション 牡4鹿 56 F．ミナリク飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 524± 01：53．71� 4．7�

（独）

35 ブラックヘイロー 牡4青鹿56 O．マーフィー 吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 508＋141：53．8� 2．0�
（英）

11 ブリッツェンシチー 牡4鹿 56 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 530± 01：54．11	 11．6�
714 グリニッジシチー 
4栗 56 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新冠 カミイスタット 464－ 61：54．2クビ 49．2�
36 フラワーストリーム 
5鹿 57 野中悠太郎花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B468± 01：54．41� 24．9	
12 フィールオーケー 牡4黒鹿56 松岡 正海吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム B476＋ 2 〃 クビ 140．7

59 シャンボールナイト 
5青鹿57 横山 典弘 �グリーンファーム武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 464－ 21：54．5クビ 13．4�
612 アルマスティング 
4栗 56 大野 拓弥コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 小島牧場 488＋ 4 〃 クビ 17．1�
24 トレンドライン 牡6栗 57 丸山 元気 サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム B472－ 41：54．6クビ 13．0�
23 ミラクルヒッター 牡5芦 57 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム B512＋ 61：54．81� 149．5�
713 テンノサクラコ 牝7黒鹿55 菊沢 一樹天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 498± 01：55．01� 331．2�
816 ベルウッドカザン 牡4黒鹿56 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 498－ 21：55．1	 13．4�
47 ワイルドゲーム 牡7鹿 57 木幡 巧也合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 B492－ 61：55．2クビ 291．8�
815 ダイワドノヴァン 牡6黒鹿57 内田 博幸大城 敬三氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B530－ 61：55．51	 27．2�
510 ジュニエーブル 牡6鹿 57 横山 和生柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 450＋ 21：56．13� 243．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，031，000円 複勝： 73，097，400円 枠連： 28，866，100円
馬連： 132，371，500円 馬単： 55，713，100円 ワイド： 86，862，400円
3連複： 182，902，300円 3連単： 234，866，100円 計： 848，709，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 440円 � 170円 � 130円 枠 連（4－6） 3，800円

馬 連 �� 6，040円 馬 単 �� 13，310円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 1，010円 �� 290円

3 連 複 ��� 4，240円 3 連 単 ��� 50，120円

票 数

単勝票数 計 540310 的中 � 22025（8番人気）
複勝票数 計 730974 的中 � 29379（9番人気）� 113103（2番人気）� 186806（1番人気）
枠連票数 計 288661 的中 （4－6） 5886（13番人気）
馬連票数 計1323715 的中 �� 16978（20番人気）
馬単票数 計 557131 的中 �� 3137（38番人気）
ワイド票数 計 868624 的中 �� 10039（27番人気）�� 20608（11番人気）�� 90517（1番人気）
3連複票数 計1829023 的中 ��� 32299（13番人気）
3連単票数 計2348661 的中 ��� 3397（142番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―12．9―13．1―12．1―12．0―12．5―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―38．0―51．1―1：03．2―1：15．2―1：27．7―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．3
1
3
8（11，14）（1，9）5，16（6，15）－13（2，7）4－12－3，10
8，11（1，14）5，9（6，16，15）－（13，4）2－7－12－3－10

2
4
8，11（1，14）9，5（6，16，15）－13，2，7－4－12－3－10
8，11（1，14）（9，5）（16，15）6（13，4）2，7，12，3＝10

勝馬の
紹 介

ダイシンインディー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．8．18 新潟7着

2016．2．9生 牡4栗 母 キ ャ ッ ツ 母母 Blissful 11戦3勝 賞金 30，071，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 キャベンディッシュ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



00071 1月18日 小雨 稍重 （2中山1） 第6日 第11競走 ��
��1，600�ニューイヤーステークス（Ｌ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

35 	 ジャンダルム 牡5黒鹿57 藤井勘一郎前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills
Co. Limited 506－ 21：35．8 5．4�

713
 シャイニービーム 牡8鹿 56 M．デムーロ小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 460± 01：35．9� 23．4�
816 ア ル ー シ ャ 牝5芦 55 O．マーフィー �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：36．0クビ 3．7�

（英）

36 ウインファビラス 牝7芦 54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 41：36．21� 73．8�
510 ショウナンライズ 牡7栗 57 内田 博幸国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 472＋ 8 〃 クビ 97．7	
24 ハーレムライン 牝5鹿 55 木幡 巧也吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 472－ 4 〃 ハナ 34．3

59 グルーヴィット 牡4鹿 56 F．ミナリク �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 496＋ 81：36．3 3．5�

（独）

23 ブラックムーン 牡8鹿 60 吉田 豊 Him Rock Racing
ホールディングス� 西浦 勝一 日高 タバタファーム 490－ 8 〃 アタマ 140．3�

611 ムーンクエイク �7栗 59 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B504＋ 41：36．4クビ 42．9
714 プラチナムバレット 牡6芦 56 岡田 祥嗣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 486± 0 〃 アタマ 61．4�
815 キ ョ ウ ヘ イ 牡6鹿 56 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 B450－ 4 〃 クビ 8．7�
12 プロディガルサン 牡7鹿 56 石川裕紀人金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 522＋ 61：36．61� 8．8�
612 キャプテンペリー �7栗 56 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 508＋161：36．7クビ 22．5�
47 ボールライトニング 牡7栗 56 武藤 雅 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 528＋141：37．01� 249．6�
48 キャナルストリート 牝6黒鹿54 石橋 脩村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 466－ 21：37．21� 21．4�
11 ミュゼエイリアン �8鹿 57 野中悠太郎菊地 祐司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 496＋12 〃 クビ 18．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 99，271，100円 複勝： 129，482，700円 枠連： 65，581，700円
馬連： 296，378，400円 馬単： 105，187，000円 ワイド： 172，209，600円
3連複： 425，157，700円 3連単： 514，320，600円 計： 1，807，588，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 510円 � 160円 枠 連（3－7） 6，250円

馬 連 �� 9，120円 馬 単 �� 16，240円

ワ イ ド �� 2，660円 �� 520円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 12，380円 3 連 単 ��� 92，540円

票 数

単勝票数 計 992711 的中 � 146940（3番人気）
複勝票数 計1294827 的中 � 198348（3番人気）� 48988（9番人気）� 241186（1番人気）
枠連票数 計 655817 的中 （3－7） 8129（23番人気）
馬連票数 計2963784 的中 �� 25177（31番人気）
馬単票数 計1051870 的中 �� 4855（57番人気）
ワイド票数 計1722096 的中 �� 15844（31番人気）�� 91860（3番人気）�� 26282（22番人気）
3連複票数 計4251577 的中 ��� 25756（41番人気）
3連単票数 計5143206 的中 ��� 4029（295番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―11．6―11．8―11．8―11．7―11．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．2―35．8―47．6―59．4―1：11．1―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F36．4

3 ・（4，6，10）（1，5，8，9）（2，11，16）－（3，13）（7，12，14，15）
2
4
・（4，6）（1，8）（5，9，10，11）（2，13）14，16（7，12）（3，15）・（4，5）6（1，2，8，10）（9，16）（11，15）（3，13）（12，14）－7

勝馬の
紹 介

	ジャンダルム �
�
父 Kitten’s Joy �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2017．9．9 阪神1着

2015．4．25生 牡5黒鹿 母 Believe 母母 Great Christine 13戦3勝 賞金 123，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アストラエンブレム号・ノーヴァレンダ号・ミライヘノツバサ号・レインボーフラッグ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

00072 1月18日 小雨 稍重 （2中山1） 第6日 第12競走 ��
��1，800�4歳以上2勝クラス

発走16時20分 （1000万円以下） （芝・右）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

77 ダイワダグラス 牡4鹿 56 内田 博幸大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 506＋ 41：51．6 9．5�
55 ヒシイグアス 牡4青鹿56 F．ミナリク阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 498＋10 〃 クビ 3．2�

（独）

11 アップライトスピン 牝4黒鹿54 大野 拓弥 �キャロットファーム 池上 昌和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋10 〃 ハナ 11．7�

89 ギフトオブアート 牝4鹿 54 石橋 脩ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484± 01：52．02� 26．6�

810 ナムラムツゴロー 牡5栗 57 松岡 正海奈村 信重氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 482－ 41：52．1	 9．6�
33 ユ ナ カ イ ト 牝4栗 54 M．デムーロ �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：52．41	 5．3	
22 ルックスマート 牡5鹿 57 武藤 雅平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 486＋141：52．5クビ 80．1

66 ジョブックコメン 牝5黒鹿55 O．マーフィー �萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 426＋ 2 〃 クビ 3．4�

（英）

78 ダノンポピー 牝5栗 55 横山 典弘�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：52．6	 11．1
44 フォークテイル 牝4鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 442± 01：53．13 28．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 90，158，700円 複勝： 92，597，100円 枠連： 27，194，700円
馬連： 154，890，600円 馬単： 66，661，500円 ワイド： 107，356，800円
3連複： 198，078，900円 3連単： 318，587，800円 計： 1，055，526，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 280円 � 170円 � 330円 枠 連（5－7） 1，060円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 4，270円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，370円 �� 780円

3 連 複 ��� 4，630円 3 連 単 ��� 27，320円

票 数

単勝票数 計 901587 的中 � 75536（4番人気）
複勝票数 計 925971 的中 � 81639（5番人気）� 164976（2番人気）� 63968（7番人気）
枠連票数 計 271947 的中 （5－7） 19772（3番人気）
馬連票数 計1548906 的中 �� 67762（7番人気）
馬単票数 計 666615 的中 �� 11691（18番人気）
ワイド票数 計1073568 的中 �� 41563（8番人気）�� 19416（18番人気）�� 35574（9番人気）
3連複票数 計1980789 的中 ��� 32070（20番人気）
3連単票数 計3185878 的中 ��� 8452（107番人気）

ハロンタイム 12．8―13．3―12．1―12．7―12．4―12．5―12．0―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―26．1―38．2―50．9―1：03．3―1：15．8―1：27．8―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．8
1
3
10（5，8）（4，6，9）（3，7）－1－2
10，8（5，6，9）7（4，3）－1，2

2
4
10，8，5，6（4，9）（3，7）－1－2
10（8，6，9）（5，7）（4，3，1，2）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイワダグラス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Spring At Last デビュー 2019．6．30 福島1着

2016．2．18生 牡4鹿 母 シーニーンガール 母母 Afternoon Krystal 5戦3勝 賞金 27，025，000円
※出走取消馬 ダイワギャバン号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（2中山1）第6日 1月18日（土曜日） 雨一時雪 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 174頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

214，920，000円
3，020，000円
21，540，000円
1，560，000円
24，220，000円
70，836，500円
5，611，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
549，823，000円
749，679，200円
253，776，100円
1，148，862，500円
491，638，700円
792，004，800円
1，594，917，700円
2，087，387，400円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，668，089，400円

総入場人員 12，524名 （有料入場人員 11，291名）
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